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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間の手の形状を認識するための手形状認識装置において、
　前記手を含む画像を撮像する画像入力手段と、
　前記入力画像から手候補領域画像を検出する手候補領域検出手段と、
　複数の手形状に関するテンプレート画像のそれぞれについて、当該テンプレート画像と
手形状が同じで背景または照明条件が異なる複数枚の学習用手領域画像との間で第１類似
度を算出すると共に、これら第１類似度の分布から当該テンプレート画像に対応する一致
確率分布を求め、前記各テンプレート画像と前記各テンプレート画像に対応する一致確率
分布とを蓄積するテンプレート生成・蓄積手段と、
　前記手候補領域画像と前記一の手形状に関するテンプレート画像との第２類似度を算出
し、前記第２類似度が前記一の手形状に関するテンプレート画像に対応する一致確率分布
に含まれる一致確率を算出し、前記一致確率を複数の手形状に関するテンプレート画像に
ついてそれぞれ算出し、前記複数の一致確率に基づいて前記手候補領域画像に最も類似し
た手形状を求める手形状認識手段と、
　を備える
　ことを特徴とする手形状認識装置。
【請求項２】
　前記手形状認識手段は、前記複数の一致確率の中で最も高い確率のテンプレート画像に
対応する手形状を前記手候補領域画像に最も類似した手形状とする
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　ことを特徴とする請求項１記載の手形状認識装置。
【請求項３】
　前記テンプレート生成・蓄積手段は、任意の手形状を予め撮像したテンプレート画像と
、前記任意の手形状とは異なる手形状が背景と共に予め撮像され、かつ、前記背景や照明
条件のみが異なる複数枚の学習用手領域画像とについて第３類似度をそれぞれ算出し、こ
れら第３類似度の分布を不一致確率分布として算出し、前記不一致確率分布を複数の手形
状に関するテンプレート画像毎にそれぞれ求め、前記各テンプレート画像及び前記各テン
プレート画像に対応する一致確率分布と共に蓄積し、
　前記手形状認識手段は、前記一の手形状に関するテンプレート画像に対応する不一致確
率分布に含まれる不一致確率を算出し、前記類似度が前記不一致確率を複数の手形状に関
するテンプレート画像についてそれぞれ算出し、前記複数の一致確率と前記複数の不一致
確率に基づいて前記手候補領域画像に最も類似した手形状を求める
　ことを特徴とする請求項１記載の手形状認識装置。
【請求項４】
　前記手形状認識手段は、前記複数の一致確率と前記複数の不一致確率とを手形状毎に差
し引き、最も差の大きい手形状を前記手候補領域画像に最も類似した手形状とする
　ことを特徴とする請求項３記載の手形状認識装置。
【請求項５】
　前記第１類似度、前記第２類似度、または、前記第３類似度を求める類似度算出手段を
有し、
　前記類似度算出手段は、
　一の画像についてｎ種類の特徴画像を生成し、
　前記一の画像と比較する他の画像についてｎ種類の特徴画像を生成し、
　前記種類毎に前記一の画像の特徴画像と前記他の画像の特徴画像を比較して両者の距離
値をｎ個算出し、
　前記ｎ個の距離値を前記第１類似度、前記第２類似度、または、前記第３類似度とする
　ことを特徴とする請求項１～４の中で少なくとも一項に記載の手形状認識装置。
【請求項６】
　前記入力画像に対して回転、拡縮、平行移動、または、これらを組み合わせた操作を施
すことにより変形させた画像を生成する画像変形手段をさらに有し、
　前記手形状認識手段は、前記一致確率が最大となるように、前記画像変形手段を用いて
テンプレート画像もしくは手候補領域の画像を変形させる
　ことを特徴とする請求項１記載の手形状認識装置。
【請求項７】
　前記手候補領域検出手段は、前記入力画像より抽出された少なくとも１種類以上の特徴
情報及び過去のフレームにおける手候補領域の位置より、手候補領域である可能性に関す
る混合正規分布を求め、これに基づき現在のフレームにおける手候補領域画像を決定する
　ことを特徴とする請求項１記載の手形状認識装置。
【請求項８】
　人間の手の形状を認識するための手形状認識方法において、
　前記手を含む画像を撮像する画像入力ステップと、
　前記入力画像から手候補領域画像を検出する手候補領域検出ステップと、
　複数の手形状に関するテンプレート画像のそれぞれについて、当該テンプレート画像と
手形状が同じで背景または照明条件が異なる複数枚の学習用手領域画像との間で第１類似
度を算出すると共に、これら第１類似度の分布から当該テンプレート画像に対応する一致
確率分布を求め、前記各テンプレート画像と前記各テンプレート画像に対応する一致確率
分布とを蓄積するテンプレート生成・蓄積ステップと、
　前記手候補領域画像と前記一の手形状に関するテンプレート画像との第２類似度を算出
し、前記第２類似度が前記一の手形状に関するテンプレート画像に対応する一致確率分布
に含まれる一致確率を算出し、前記一致確率を複数の手形状に関するテンプレート画像に
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ついてそれぞれ算出し、前記複数の一致確率に基づいて前記手候補領域画像に最も類似し
た手形状を求める手形状認識ステップと、
　を備える
　ことを特徴とする手形状認識方法。
【請求項９】
　人間の手の形状を認識するための手形状認識プログラムにおいて、
　前記手を含む画像を撮像する画像入力機能と、
　前記入力画像から手候補領域画像を検出する手候補領域検出機能と、
　複数の手形状に関するテンプレート画像のそれぞれについて、当該テンプレート画像と
手形状が同じで背景または照明条件が異なる複数枚の学習用手領域画像との間で第１類似
度を算出すると共に、これら第１類似度の分布から当該テンプレート画像に対応する一致
確率分布を求め、前記各テンプレート画像と前記各テンプレート画像に対応する一致確率
分布とを蓄積するテンプレート生成・蓄積機能と、
　前記手候補領域画像と前記一の手形状に関するテンプレート画像との第２類似度を算出
し、前記第２類似度が前記一の手形状に関するテンプレート画像に対応する一致確率分布
に含まれる一致確率を算出し、前記一致確率を複数の手形状に関するテンプレート画像に
ついてそれぞれ算出し、前記複数の一致確率に基づいて前記手候補領域画像に最も類似し
た手形状を求める手形状認識機能と、
　をコンピュータによって実現する
　ことを特徴とする手形状認識プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手形状認識に関し、特に、画像処理により手形状を認識することができるよ
うにした手形状認識装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、キーボードやマウス等に代わるコンピュータ等の機器における新たなヒューマン
インターフェース技術として、身振りや手振りによって機器に指示を与えるジェスチャ認
識技術に関する研究開発が行われてきている。
【０００３】
　特に近年では、データグローブ等の装置を用いることによるユーザーの負担をなくすこ
とを目的として、ビデオカメラ等によって撮影された画像に対して画像処理を行うことに
より、ビデオカメラの視野に入っているユーザーの手の形状を認識する技術に関する研究
開発が盛んに行われている。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、カメラ画像から肌色領域等の情報を用いて手の位置を検出し
、手の位置及びその周辺画素の動きからユーザーの手の握り動作や振り動作を認識する技
術が開示されている。
【０００５】
　また、例えば、特許文献２では、与えられた手画像から手首より手先側の手領域画像を
切り出し、これを固有空間法に基づき学習画像から生成した固有空間に投影することによ
り、最も類似した手形状を求める技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３０７１０７公報
【特許文献２】特開２００１－５６８６１公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１で開示されている技術では、ジェスチャの識別に画素の動き
のみを用いているため、認識可能なジェスチャの種類は手の握りや振りなど動きの変化か
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ら判別できるものに限られ、手形状の違いを識別することができない。
【０００７】
　また、特許文献２で開示されている技術では、固有空間法を用いることにより手形状の
違いを識別することができるが、入力画像から認識対象の手領域を適切に抽出できない場
合については述べられていない。手の周囲及び背後に別の物体が存在する場合や、照明条
件によって手の色が変化して見える場合等、認識対象となる手領域を適切に抽出すること
が困難な場合、手領域の画像を固有空間に投影した時に適切な位置に投影されず、誤認識
が発生する可能性が高いと考えられる。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題点に鑑みなされたもので、手の周囲及び背後に物体が存在
する場合や、照明条件によって手の色が変化して見える場合等、認識対象の手領域を適切
に抽出することが困難な場合にも、手形状を高い精度で認識可能な手形状認識装置、及び
その方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、人間の手の形状を認識するための手形状認識装置において、前記手を含む画
像を撮像する画像入力手段と、前記入力画像から手候補領域画像を検出する手候補領域検
出手段と、複数の手形状に関するテンプレート画像のそれぞれについて、当該テンプレー
ト画像と手形状が同じで背景または照明条件が異なる複数枚の学習用手領域画像との間で
第１類似度を算出すると共に、これら第１類似度の分布から当該テンプレート画像に対応
する一致確率分布を求め、前記各テンプレート画像と前記各テンプレート画像に対応する
一致確率分布とを蓄積するテンプレート生成・蓄積手段と、前記手候補領域画像と前記一
の手形状に関するテンプレート画像との第２類似度を算出し、前記第２類似度が前記一の
手形状に関するテンプレート画像に対応する一致確率分布に含まれる一致確率を算出し、
前記一致確率を複数の手形状に関するテンプレート画像についてそれぞれ算出し、前記複
数の一致確率に基づいて前記手候補領域画像に最も類似した手形状を求める手形状認識手
段と、を備えることを特徴とする手形状認識装置である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、手の周囲及び背後に物体が存在する場合や、照明条件によって手の色
が変化して見える場合等、認識対象の手領域を適切に抽出することが困難な場合にも、手
形状を認識可能な手形状認識装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態である手形状認識装置について図面に基づいて説明する。
【００１２】
［第１の実施形態］
　以下、第１の実施形態である手形状認識装置について図１～図１２に基づいて説明する
。
【００１３】
［１］手形状認識装置の構成
　図１は、第１の実施形態に係る手形状認識装置の構成を示すブロック図である。
【００１４】
　画像入力部１は、例えばＣＭＯＳイメージセンサやＣＣＤイメージセンサなどの撮像装
置を用いて、ユーザーの手を含む画像を撮像し、これを手候補領域検出部２に供給する。
【００１５】
　手候補領域検出部２は、画像入力部１において撮像された画像から、手が含まれると思
われる領域（以下、「手候補領域」という）を検出し、手候補領域の画像（以下、「手候
補領域画像」という）を抽出する。
【００１６】
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　テンプレート生成・蓄積部３は、認識する各手形状に対応するテンプレートを生成し、
蓄積する。
【００１７】
　ジェスチャ認識部４は、手候補領域検出部１２によって生成された手候補領域画像につ
いて、テンプレート生成・蓄積部３に蓄積された各手形状に対応するテンプレートを用い
て手候補領域画像に最も類似した手形状を決定し、認識結果として出力する。
【００１８】
　なお、上記で説明した手形状認識装置の各部１～４の機能は、コンピュータに記憶され
たプログラムによって実現できる。
【００１９】
［２］手候補領域検出部２
［２－１］手候補領域検出部２の第１の例
　手候補領域検出部２について、図２に基づいて説明する。図２は、手候補領域検出部２
の構成の第１の例である。
【００２０】
　特徴抽出部２１は、画像入力部１より供給された画像に対して、少なくとも１種類以上
の画像処理を行うことにより、ｍ種類の特徴画像（ｍ＞＝１）を生成し、手候補領域決定
部２２に供給する。抽出される特徴としては、画像処理等において一般的に用いられる様
々な特徴を用いてよい。ここでは例として、特徴として「肌色領域情報」及び「動き情報
」を用いる場合について説明する。
【００２１】
　「肌色領域情報」は、入力画像を構成する各画素について、画素値をＹＵＶ色空間にマ
ッピングし、その色差成分であるＵ値及びＶ値を用いてそれが肌色である確率を算出する
ことにより求められる。前記確率の算出にあたっては、予め肌色領域が既知である学習用
画像から、あるＵ値及びＶ値が観測されたときにそれが肌色である確率を算出する。
【００２２】
　「動き情報」は、画素毎に現在のフレームにおける画像と前のフレームにおける画像の
フレーム間差分値を計算し、その絶対値差分の大きさよりその画素において動きがある確
率を算出することにより求められる。
【００２３】
　手候補領域決定部２２は、特徴抽出部２１によって生成されたｍ種類の特徴画像から、
手が存在する可能性が高い領域を手候補領域と決定し、入力画像から手候補領域内の画像
を抽出して手候補領域画像として出力する。
【００２４】
　手が存在する可能性が高い領域の決定にあたっては、例えば先程述べた例のように特徴
を確率として求めた場合には、これらの混合正規分布を求め、これに基づき手が存在する
可能性の評価を行い、確率が閾値以上となる領域を求めればよい。また、ここで述べた手
法に限られることなく、例えば肌色領域として抽出された領域を手候補領域とする方法を
用いても良い。この「肌色領域」は、色成分が予め定めた肌色の基準範囲内に含まれる領
域から抽出できる。
【００２５】
［２－２］手候補領域検出部２の第２の例
　図３は、手候補領域検出部２の第２の例である。図３の構成では、手候補領域記憶部２
３が追加されている点が図２の第１の例と異なる。
【００２６】
　手候補領域記憶部２３は、手候補領域決定部２２において決定された手候補領域の座標
値を記憶し、次のフレームにおいて手候補領域決定部２２に前記座標値を供給する。
【００２７】
　ここで記憶された前フレームにおける手候補領域の位置は、手候補領域の位置を算出す
るにあたり、特徴抽出部２１において全ての特徴が適切に抽出できなかった場合などに有
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効である。一般に、手の位置はフレーム間でそれほど大きく変化することはないため、前
フレームにおける手候補領域の位置を活用することにより、手候補領域の位置検出精度を
高めることができる。
【００２８】
［３］テンプレート生成・蓄積部３
　図４は、テンプレート生成・蓄積部３の構成の一例である。
【００２９】
［３－１］テンプレート生成・蓄積部３の構成
　画像蓄積部３１は、手形状毎に、対応するテンプレート画像を蓄積する。ここで「テン
プレート画像」は、適度な照度であり、かつ、背景に模様等がない環境において対応する
形状の手を撮像した画像であるものとする。
【００３０】
　類似度算出部３２は、テンプレート画像と、背景に物体などがある一般的な環境におい
て撮像された手形状が既知である画像（以下、「学習用手領域画像」という）について、
その類似性を評価し、結果を類似度として出力する。なお、ここで学習用手領域画像は、
手形状毎に少なくとも１枚以上である任意の枚数存在するものとし、そのそれぞれについ
て対応するテンプレート画像との類似度が算出されるものとする。また、学習用手領域画
像は、テンプレート画像と同一のサイズに正規化されているものとする。さらに詳しく説
明すると、学習用手領域画像は、同じ手形状のものでもその背景がそれぞれ異なった画像
が複数枚存在し、テンプレート画像と同じ手形状の学習用手領域画像であっても背景がそ
れぞれ異なるために、テンプレート画像との類似度が異なってくることに着目している。
【００３１】
　一致確率分布生成部３３は、手形状毎に、類似度算出部３２において算出されたテンプ
レート画像と学習用手領域画像の類似度より、手領域画像の手形状がテンプレート画像の
手形状と一致している場合に類似度算出部３２が出力する類似度の確率分布（以下、「一
致確率分布」という）を生成する。
【００３２】
　一致確率分布蓄積部３４は、一致確率分布生成部３３において生成された各手形状に対
応する一致確率分布を、テンプレート一致確率分布として蓄積する。
【００３３】
［３－２］類似度算出部３２
　図５は、類似度算出部３２の構成の一例である。
【００３４】
　特徴抽出部３２１は、入力として与えられた第１の画像に対して、少なくとも２種類以
上の画像処理を行うことにより、ｎ種類の特徴画像（ｎ＞＝２）を生成し、特徴距離算出
部３２３に供給する。
【００３５】
　特徴抽出部３２２は、入力として与えられた第２の画像に対して、少なくとも２種類以
上の画像処理を行うことにより、ｎ種類の特徴画像（ｎ＞＝２）を生成し、特徴距離算出
部３２３に供給する。ここで、生成する特徴情報の種類は特徴抽出部３２１と同一である
ものとする。
【００３６】
　特徴距離算出部３２３は、特徴抽出部３２１及び３２２において生成された特徴画像に
ついて、特徴の種類毎にその相違を距離値として算出し、これらｎ個の距離値を要素とす
る類似度を出力する。
【００３７】
［４］ジェスチャ認識部４
　図６は、ジェスチャ認識部４の構成の一例である。
【００３８】
　類似度算出部４１は、手候補領域検出部２において抽出された手候補領域画像と、手形
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状毎にテンプレート生成・蓄積部３に保存されたテンプレート画像について、それぞれ類
似度を算出する。なお、類似度算出部４１は、テンプレート生成・蓄積部３を構成する類
似度算出部３２と同一の機能を有するものとする。
【００３９】
　一致確率算出部４２は、類似度算出部４１において算出した類似度及びテンプレート生
成・蓄積部３に保存されたテンプレート一致確率分布より、手候補領域画像に各手形状が
含まれる確率を算出する。
【００４０】
　手形状決定部４３は、一致確率算出部４２において算出した手形状毎の確率から、最も
確率の高いものを選出し、対応する手形状を認識結果として出力する。
【００４１】
［５］テンプレート生成・蓄積処理
　次に、図７のフローチャートを参照して、テンプレート生成・蓄積部３が実行するテン
プレート生成・蓄積処理について説明する。なお、図７において、認識する手形状の種類
の数をｇ、第ｉの手形状に対応する学習用手領域画像の枚数をｅｉ（１＝＜ｉ＝＜ｇ）と
する。すなわち、同じ手形状ｉのものでも、その背景がそれぞれ異なった画像をｅｉ枚準
備する。
【００４２】
［５－１］ステップＳ３１～Ｓ３４
　ステップＳ３１において、テンプレート生成・蓄積部３は手形状ｉに対応するテンプレ
ート画像を取得し、画像蓄積部３１に蓄積する。同時に、取得したテンプレート画像を類
似度算出部３２における第１の画像として供給する。
【００４３】
　ステップＳ３２において、テンプレート生成・蓄積部３は手形状ｉであることが予め分
かっている学習用手領域画像を１枚取得し、類似度算出部３２における第２の画像として
供給する。
【００４４】
　ステップＳ３３において、類似度算出部３２は供給された２枚の画像について、その類
似度ｄを算出する。
【００４５】
　以上のステップＳ３２～Ｓ３３の処理を、ｅｉ枚の学習用手領域画像のそれぞれについ
て行うことにより、ｅｉ個の類似度値を得る。すなわち、同じ手形状ｉのものでも、その
背景がそれぞれ異なれば類似度も異なるからである。
【００４６】
［５－２］類似度算出処理
　ここで、図８のフローチャートを参照して、類似度算出部３２が実行する類似度算出処
理について説明する。
【００４７】
［５－２－１］ステップＳ３３１～Ｓ３３４
　ステップＳ３３１において、特徴抽出部３２１は、第ｋの特徴について第１の画像（テ
ンプレート画像）から特徴抽出処理を行い、手の第ｋの特徴を表す画像を特徴距離算出部
３２３に供給する。
【００４８】
　ステップＳ３３２において、特徴抽出部３２２は、第ｋの特徴について第２の画像（学
習用手領域画像）から特徴抽出処理を行い、手の第ｋの特徴を表す画像を特徴距離算出部
３２３に供給する。
【００４９】
　ステップＳ３３３において、特徴距離算出部３２３は、第ｋの特徴について得られた２
枚の処理結果画像について、その相違を第ｋの特徴についての距離値ｄｋとして算出する
。
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　以上のステップＳ３３１～ステップＳ３３３の処理を、第１～第ｎの特徴に対して行う
ことにより、ｎ個の距離値｛ｄ１，・・・，ｄｎ｝を算出する。
【００５１】
　ステップＳ３３４において、以上で算出したテンプレート画像と学習用手領域画像にお
ける第１～第ｎの特徴についての距離値を要素とする類似度ｄ＝｛ｄ１，・・・，ｄｎ｝
を出力し、類似度算出処理を終了する。
【００５２】
［５－２－２］類似度算出処理
　類似度算出処理において用いる特徴は、画像処理等において一般的に用いられる様々な
特徴を用いてよい。ここでは一例として、特徴として手の模様及び輪郭を用いる場合につ
いて説明する。
【００５３】
　手の模様を表す特徴画像は、ステップＳ３３１及びステップＳ３３２において、第１の
画像及び第２の画像のそれぞれについてエッジ抽出処理を行うことにより生成する。ここ
で、エッジ抽出の手法としては、例えば、非特許文献１（D ｍartin et al, "Learning t
o detect natural iｍage boundaries using local brightness, color, and texture cu
es," IEEE Trans. Pattern Analysis and ｍachine Intelligence, 26(5), 530-549, 200
4）に記載されているOriented Edge Energyに基づく手法を用いることにより、様々な環
境下において安定して画像の模様を抽出することができるが、上記手法に限定されること
なく、一般に用いられている様々なエッジ抽出手法を用いることができる。
【００５４】
　手の輪郭を表す特徴画像は、ステップＳ３３１及びステップＳ３３２において、第１の
画像（テンプレート画像）及び第２の画像（学習用手領域画像）のそれぞれについて肌色
領域抽出処理を行うことにより生成する。ここで、肌色領域抽出処理の方法としては、例
えば画像を構成する各画素のＲＧＢ値をＹＵＶ値に変換し、その色差成分であるＵ値及び
Ｖ値から肌色と思われる画素を画素値１、その他の画素を画素値０としたモノクロ画像を
生成する方法などが考えられる。この「肌色と思われる画素」の判定には、例えば上述し
た確率が閾値以上となる領域を肌色と判定する手法や、ＹＵＶ値が予め定めた肌色の基準
の範囲内である画素を肌色と判定する手法が考えられる。
【００５５】
　手の模様を表す特徴画像についての距離値の算出は、ステップＳ３３３において次の手
順により行われる。まず、テンプレート画像及び学習用手領域画像の画素数をｍｘｎ画素
であるとすると、これを図９に示すようにラスタスキャンを行うことにより、それぞれ次
元数ｍ・ｎのベクトルｕＥ、ｖＥを生成する。次に、式（１）を用いることにより距離値
ｄＥを算出する。
【数１】

【００５６】
　手の輪郭を表す特徴画像についての距離値の算出は、ステップＳ３３３において次の手
順により行われる。まず、テンプレート画像及び学習用手領域画像の画素数をｍｘｎ画素
であるとすると、これを図１０に示すようにラスタスキャンを行うことにより、それぞれ
次元数ｍ・ｎのベクトルｕＥ、ｖＥを生成する。次に、式（２）を用いることにより距離
値ｄＣを算出する。
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【数２】

【００５７】
　以上のようにして得られた２個の距離値を要素として、ステップＳ３３４においてテン
プレート画像と学習用手領域画像における類似度ｄ＝｛ｄＥ，ｄＣ｝が出力される。
【００５８】
［５－３］ステップＳ３５
　再び図７のフローチャートに戻り、テンプレート生成・蓄積処理の説明を続ける。
【００５９】
　ステップＳ３５において、一致確率分布生成部３３は、類似度算出部３２によって算出
されたｅｉ個の類似度より、手領域画像が手形状ｉである場合における、手領域画像と手
形状ｉのテンプレート画像の類似度の確率分布をｎ次元の正規分布Ｎｉ＝（μｉ，Σｉ）
として算出する。図１１は、先の例で説明した手の模様及び輪郭の２種類の特徴を用いた
場合において算出された類似度の分布を表わすグラフである。これらの類似度の分布より
、２次元正規分布Ｎｉを算出する。求めた正規分布Ｎｉは、手形状ｉのテンプレート画像
に対応する一致確率分布Ｎｉとして、一致確率分布蓄積部３４に蓄積される。
【００６０】
　以上のステップＳ３１～ステップＳ３５の処理を、手形状１～手形状ｇに対して行うこ
とにより、各手形状に対応する一致確率分布｛Ｎ１，・・・，Ｎｇ｝を算出し、これを一
致確率分布蓄積部３４に蓄積する。
【００６１】
［６］ジェスチャ認識処理
　次に、図１２のフローチャートを参照して、ジェスチャ認識部４が実行するジェスチャ
認識処理について説明する。
【００６２】
　ステップＳ４１において、ジェスチャ認識部４は、手候補領域画像を手候補領域検出部
２より取得し、これをテンプレート画像のサイズに正規化した上で、第２の画像として類
似度算出部４１に供給する。
【００６３】
　ステップＳ４２において、ジェスチャ認識部４は、手形状ｉに対応するテンプレート画
像をテンプレート画像生成・蓄積部３より取得し、これを第１の画像として類似度算出部
４１に供給する。
【００６４】
　ステップＳ４３において、類似度算出部４１は、供給された２枚の画像（手候補領域画
像とテンプレート画像）について、その類似性を評価し、結果を類似度ｄｉとして出力す
る。ここで、類似度算出処理は、テンプレート生成・蓄積部３における類似度算出処理と
同様の特徴を用いて、図８のフローチャートに記載した方法により行う。
【００６５】
　ステップＳ４４において、一致確率算出部４２は、手形状ｉに対応するテンプレート一
致確率分布Ｎｉ＝（μｉ，Σｉ）をテンプレート生成・蓄積部３より取得し、類似度算出
部４１において算出した類似度ｄｉから、式（３）の確率密度関数を用いて手候補領域画
像に含まれる手形状が手形状ｉである一致確率ｐｉを算出する。
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【数３】

【００６６】
　以上に述べたステップＳ４２～ステップＳ４４の処理を、手形状１～手形状ｇに対して
行うことにより、手候補領域画像に含まれる手形状がそれぞれの手形状である一致確率｛
ｐ１，・・・，ｐｇ｝を算出する。
【００６７】
　ステップＳ４５において、手形状決定部４３は、一致確率算出部４２において算出され
た各手形状に対応する一致確率から、最も高い確率である手形状を選択し、これを認識結
果として出力する。
【００６８】
　すなわち、このジェスチャ認識処理では、まず、入力した１枚の手候補領域画像と手形
状１のテンプレート画像との類似度ｄ１をそれぞれ計算する。次に、類似度ｄ１がテンプ
レート一致確率分布Ｎ１＝（μ１，Σ１）に含まれる確率ｐ１を計算する。そして、この
処理を１枚の手候補領域画像に対して手形状２～手形状ｇのテンプレート画像で同じ計算
を行い、確率｛ｐ１，・・・，ｐｇ｝を算出する。最後に、この中で最も高い確率ｐに対
応する手形状を認識結果として出力する。
【００６９】
［７］本実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態に係る手形状認識装置においては、２種類以上の特徴に
基づいた一致確率分布を用いてジェスチャの認識を行うことにより、照度や背景などの環
境の変化によって特徴の一つを適切に抽出できない場合にも、抽出できた他の特徴により
手候補領域画像とテンプレート画像との類似性を適切に評価することができるため、環境
の変化に対して高い認識性能を実現できる。
【００７０】
［第２の実施形態］
　以下、第２の実施形態である手形状認識装置について図１３～図１８に基づいて説明す
る。
【００７１】
［１］第２の実施形態の目的
　第１の実施形態に係る手形状認識装置においては、２種類以上の特徴に基づく一致確率
分布を用いてジェスチャの認識を行うことにより高い認識性能を実現しているが、手形状
が一致する確率のみに基づき手形状を決定するため、手形状が一致する場合と一致しない
場合における類似度の違いが小さい場合、誤認識する可能性が高くなってしまう。
【００７２】
　そこで、第２の実施形態に係る手形状認識装置においては、手候補領域画像に含まれる
手形状とテンプレート画像の手形状が一致する一致確率に加えて、手形状が一致しない不
一致確率も算出し、これらの確率を用いて手形状を決定することにより、高い認識性能を
実現する。
【００７３】
［２］手形状認識装置の構成
　図１３は、第２の実施形態に係る手形状認識装置の構成を示すブロック図である。
【００７４】
　図１３に示すように、本実施形態においては、テンプレート生成・蓄積部５及びジェス
チャ認識部６の機能が変更されたことが第１の実施形態と異なっている。以後の説明にお
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いて、第１の実施形態と同一の構成及び機能のブロックについては同一符号を記し、説明
を省略する。
【００７５】
［３］テンプレート生成・蓄積部５
　図１４は、テンプレート生成・蓄積部５の構成を示すブロック図である。本実施形態は
、図４のテンプレート生成・蓄積部３に対して、不一致確率分布生成部５１及び不一致確
率分布蓄積部５２が追加されている点が異なる。
【００７６】
　画像蓄積部３１、類似度算出部３２、一致確率分布生成部３３及び一致確率分布蓄積部
３４は、機能が図４のものと同一であることから、ここでの説明は省略する。
【００７７】
　不一致確率分布生成部５１は、手形状毎に、類似度算出部３２において算出されたテン
プレート画像と学習用手領域画像の類似度より、手領域画像の手形状がテンプレート画像
の手形状と一致していない場合に類似度算出部３２が出力する類似度の確率分布（以下、
「不一致確率分布」という）を生成する。
【００７８】
　不一致確率分布蓄積部５２は、不一致確率分布生成部５１において生成された各手形状
に対応する不一致確率分布を、テンプレート不一致確率分布として蓄積する。
【００７９】
［４］ジェスチャ認識部６
　図１５は、ジェスチャ認識部６の構成を示すブロック図である。本実施形態は、図６の
ジェスチャ認識部４に対して、不一致確率算出部６１が追加されている点及び手形状決定
部６２の機能が変更されている点が異なる。
【００８０】
　類似度算出部４１及び一致確率算出部４２は、機能が図６のものと同一であることから
、ここでの説明は省略する。
【００８１】
　不一致確率算出部６１は、類似度算出部４１において算出した類似度及びテンプレート
生成・蓄積部５に保存されたテンプレート不一致確率分布より、手候補領域画像に含まれ
る手形状が各テンプレートの手形状と一致しない確率を算出する。
【００８２】
　手形状決定部６２は、一致確率算出部４２において算出した一致確率及び不一致確率算
出部６１において算出した不一致確率の値から、不一致確率に対する一致確率の比率が最
も高い手形状を、手候補領域画像の手形状であると決定し、認識結果として出力する。
【００８３】
［５］テンプレート生成・蓄積処理
　次に、図１６のフローチャートを参照して、テンプレート生成・蓄積部５が実行するテ
ンプレート生成・蓄積処理について説明する。なお、図１６において、生成するテンプレ
ートの数をｇ、学習用手形状画像の総数をｅとする。
【００８４】
　ステップＳ５１において、テンプレート生成・蓄積部５は手形状ｉに対応するテンプレ
ート画像を取得し、画像蓄積部３１に保存する。同時に、取得したテンプレート画像を類
似度算出部３２における第１の画像として供給する。
【００８５】
　ステップＳ５２において、テンプレート生成・蓄積部５は学習用手形状画像を１枚取得
し、類似度算出部３２における第２の画像として供給する。ここでは、図７におけるステ
ップＳ３２の処理と異なり、その手形状に関係なく全ての学習用手形状画像を処理対象と
する。
【００８６】
　ステップＳ５３において、類似度算出部３２は供給された２枚の画像について、その類
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似度を算出する。類似度算出処理の内容は第１の実施形態と同様であるから、ここでの説
明は省略する。
【００８７】
　以上のステップＳ５２～Ｓ５３の処理をｅ枚の学習用手形状画像に対して行うことによ
り、第１の手形状に対応するテンプレート画像と、ｅ枚の学習用手形状画像のそれぞれの
類似度を得る。
【００８８】
　ステップＳ５４において、一致確率分布生成部３３は、類似度算出部３２によって算出
されたｅ個の類似度の値のうち、手形状ｉである学習用手形状画像に対応するもののみを
用いて、手領域画像が手形状ｉである場合における、手領域画像と手形状ｉのテンプレー
ト画像の類似度の確率分布をｎ次元の正規分布Ｎｉ＝（μｉ，Σｉ）として算出し、これ
を一致確率分布蓄積部３４に蓄積する。
【００８９】
　ステップＳ５５において、不一致確率分布生成部５１は、類似度算出部３２によって算
出されたｅ個の類似度の値のうち、手形状ｉではない学習用手形状画像に対応するものの
みを用いて、手領域画像が手形状ｉではない場合における、手領域画像と手形状ｉのテン
プレート画像の類似度の確率分布をｎ次元の正規分布ＮｉＦ＝（μｉＦ，ΣｉＦ）として
算出し、これを不一致確率分布蓄積部５２に蓄積する。
【００９０】
　図１７は、図８の類似度算出処理の説明において例として取り上げた、手の模様及び輪
郭の２種類の特徴を用いた場合において得られる類似度の２次元分布である。これらの類
似度の分布より、２次元正規分布Ｎｉ及びＮｉＦを算出し、これらを一致確率分布及び不
一致確率分布としてそれぞれ一致確率分布蓄積部３４及び不一致確率分布蓄積部５２に蓄
積する。
【００９１】
　以上のステップＳ５１～Ｓ５５の処理を、手形状１～手形状ｇに対して行うことにより
、各手形状に対応するテンプレートを作成する。
【００９２】
［６］ジェスチャ認識処理
　次に、図１８のフローチャートを参照して、ジェスチャ認識部６が実行するジェスチャ
認識処理について説明する。
【００９３】
　ステップＳ４１～Ｓ４４の処理は、図１２で説明したジェスチャ認識処理と同一である
ことから、ここでの説明は省略する。
【００９４】
　ステップＳ６５において、不一致確率算出部６１は手形状ｉに対応するテンプレート不
一致確率分布ＮｉＦ＝（μｉＦ，ΣｉＦ）をテンプレート生成・蓄積部５より取得し、類
似度算出部４１において算出した類似度ｄｉから、式（４）の確率密度関数を用いて手候
補領域画像に含まれる手形状が手形状ｉではない不一致確率ｐｉＦを算出する。
【数４】

【００９５】
　以上に述べたステップＳ４２～Ｓ４４及びステップＳ６５の処理を、手形状１～手形状
ｇに対して行うことにより、手候補領域画像に含まれる手形状がそれぞれの手形状と一致
しない不一致確率｛ｐ１F，・・・，ｐｇＦ｝を算出する。
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【００９６】
　ステップＳ６６において、手形状決定部６２は、各手形状について、一致確率算出部４
２及び不一致確率算出部６１において算出された一致確率及び不一致確率の値から、手候
補領域画像に含まれる手形状として最も確からしい手形状を選択し、これを認識結果とし
て出力する。確からしさの判断方法としては、例えば、手形状毎に一致確率ｐｉと不一致
確率ｐｉＦの差を求め、最も差の大きい手形状を求める手形状とする手法や、一致確率ｐ

ｉを不一致確率ｐｉＦで除算した値が最も大きい手形状を求める手法など、一致確率ｐｉ

と不一致確率ｐｉＦとの大きさの違いに着目する手法が考えられる。
【００９７】
［７］本実施形態の効果
　以上のように、第２の実施形態に係る手形状認識装置においては、一致確率に加えて不
一致確率も用いてジェスチャの認識を行うことにより、テンプレート画像と手候補領域画
像の手形状が一致する時と一致しない時の類似度に大きな違いが生じない場合においても
、高い認識性能を実現できる。
【００９８】
［第３の実施形態］
　以下、第３の実施形態である手形状認識装置について図１９～図２２に基づいて説明す
る。
【００９９】
［１］第３の実施形態の目的
　上記各実施形態では、テンプレート画像と手候補領域画像を比較することにより手形状
の識別を行っている。そして、ジェスチャ認識処理を行う際、手候補領域画像の大きさを
テンプレート画像の大きさに正規化することにより、画像入力装置と手の距離によらず手
形状を認識することができる。
【０１００】
　しかしながら、手候補領域検出処理において、処理に用いる特徴が照明や背景等の環境
の影響により適切に検出できない場合や、手候補領域における手の向きがテンプレート画
像における手の向きと異なる場合には、上記の正規化を行っても適切な手形状を決定でき
ない場合がある。
【０１０１】
　そこで、第３の実施形態に係る手形状認識装置においては、テンプレート画像の変形を
行う画像変形部を備えることにより、手候補領域が適切に切り出せない場合や、手候補領
域画像における手の向きがテンプレート画像における手の向きと異なる場合にも、手形状
の識別を実現する。
【０１０２】
［２］手形状認識装置の構成
　図１９は、第３の実施形態に係る手形状認識装置の構成を示すブロック図である。
【０１０３】
　図１９に示すように、本実施形態においては、ジェスチャ認識部７の機能が変更された
ことが第１の実施形態と異なっている。以後の説明において、第１の実施形態と同一の構
成及び機能のブロックについては同一符号を記し、説明を省略する。
【０１０４】
［３］ジェスチャ認識部７
　図２０は、ジェスチャ認識部７の構成を示すブロック図である。本実施形態は、図６の
ジェスチャ認識部４に対して、画像変形部７１が新たに追加されている点が異なる。
【０１０５】
　類似度算出部４１、一致確率算出部４２及び手形状決定部４３は、図６のものと機能が
同一であるため、ここでの説明を省略する。
【０１０６】
　画像変形部７１は、図２１に示すように入力画像を回転、拡大／縮小、平行移動及びこ
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れらの組み合わせによって変形させる機能を有する。
【０１０７】
［４］ジェスチャ認識処理
　次に、図２２のフローチャートを参照して、ジェスチャ認識部７が実行するジェスチャ
認識処理について説明する。
【０１０８】
　ステップＳ４１において、ジェスチャ認識部７は、手候補領域画像を取得し、これをテ
ンプレート画像の大きさに正規化した上で類似度算出部４１における第２の画像として供
給する。
【０１０９】
　ステップＳ７１において、ジェスチャ認識部７は、第１の手形状に対応するテンプレー
ト画像を取得し、これを画像変形部７１に供給する。
【０１１０】
　ステップＳ７２において、画像変形部７１は、入力として与えられたテンプレート画像
について、回転、拡大／縮小、平行移動及びこれらを組み合わせることにより変形を行っ
た画像を生成し、これを類似度算出部４１における第１の画像として供給する。
【０１１１】
　画像の変形は、例えば以下のような行列を用いることにより行う。
【数５】

【０１１２】
　式（５）において、θ、ｓ、ｔｘ、ｔｙはそれぞれ回転角、拡大率、Ｘ方向及びＹ方向
の移動量を表わす。
【０１１３】
　上記変形を行ったテンプレート画像と、入力された手候補領域画像について、ステップ
Ｓ４３及びＳ４４の処理を行うことにより、２枚の画像の手形状一致確率を算出する。こ
れらのステップにおける処理の内容は図１２における該当ステップと同一であるから、こ
こでの説明は省略する。
【０１１４】
　ステップＳ４５において用いる手形状の一致確率は、手形状毎にテンプレートをｔ通り
のパラメータを用いて変形を行ってそれぞれ一致確率を算出し、これらの中から最大のも
のを用いるものとする。
【０１１５】
［５］本実施形態の効果
　以上のように、第３の実施形態に係る手形状認識装置においては、テンプレート画像の
変形を行う画像変形部を備えることにより、手候補領域が適切に切り出せない場合や、手
候補領域画像における手の向きがテンプレート画像における手の向きと異なる場合であっ
ても、それがある一定の範囲内であれば、適切な手形状を選択して出力することができる
。
【０１１６】
［変更例］
　上記各実施形態は本発明を実施するための一例であり、本発明は上記各実施形態に限ら
れるものではない。本発明の主旨を逸脱しない限り、上記各実施形態を種々に変更するこ
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とができる。
【０１１７】
　例えば、第１の実施形態では一致確率分布のみを用いて判断し、第２の実施形態では一
致確率分布と不一致確率分布を用いて判断したが、変更例として不一致確率分布のみを用
いて判断してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の第１の実施形態の手認識装置のブロック図である。
【図２】手候補領域検出部２の構成を示すブロック図である。
【図３】手候補領域検出部２の他の構成を示すブロック図である。
【図４】テンプレート生成・蓄積部３の構成を示すブロック図である。
【図５】類似度算出部３２の構成を示すブロック図である。
【図６】ジェスチャ認識部４の構成を示すブロック図である。
【図７】テンプレート生成・蓄積処理を説明するフローチャートである。
【図８】図７のステップＳ３３の類似度算出処理を説明するフローチャートである。
【図９】模様画像からのベクトル作成を説明する図である。
【図１０】輪郭画像からのベクトル作成を説明する図である。
【図１１】一致確率分布生成部３３において生成される一致確率分布の一例である。
【図１２】ジェスチャ認識処理を説明するフローチャートである。
【図１３】第２の実施形態の手認識装置のブロック図である。
【図１４】テンプレート生成・蓄積部５の構成を示すブロック図である。
【図１５】ジェスチャ認識部６の構成を示すブロック図である。
【図１６】テンプレート生成・蓄積部５において行われるテンプレート生成・蓄積処理を
説明するフローチャートである。
【図１７】手の模様及び輪郭の２種類の特徴を用いた場合において得られる類似度の２次
元分布である。
【図１８】ジェスチャ認識部６において行われるジェスチャ認識処理を説明するフローチ
ャートである。
【図１９】第３の実施形態の手認識装置のブロック図である。
【図２０】ジェスチャ認識部７の構成を示すブロック図である。
【図２１】テンプレートの変形について説明する図である。
【図２２】ジェスチャ認識部７において行われるジェスチャ認識処理を説明するフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【０１１９】
１　　　画像入力部
２　　　手候補領域検出部
３　　　テンプレート生成・蓄積部
４　　　ジェスチャ認識部
５　　　テンプレート生成・蓄積部
６　　　ジェスチャ認識部
７　　　ジェスチャ認識部
２１　　第１～第ｍ特徴抽出部
２２　　手候補領域決定部
２３　　手候補領域記憶部
３１　　画像蓄積部
３２　　類似度算出部
３３　　一致確率分布生成部
３４　　一致確率分布蓄積部
４１　　類似度算出部
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４２　　一致確率算出部
４３　　手形状決定部
５１　　不一致確率分布生成部
５２　　不一致確率分布蓄積部
６１　　不一致確率算出部
６２　　手形状決定部
７１　　画像変形部
３２１　第１～第ｎ特徴抽出部
３２２　第１～第ｎ特徴抽出部
３２３　第１～第ｎ特徴距離算出部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】
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【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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